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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃冬休みのスキーキャンプ・スクールお知らせ 

┃２┃イベント等ご案内 

┃３┃バザー・秋まつりのお知らせ 

┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┃５┃ボランティア募集：ＮＹ州スキーキャンプスタッフ 

┃６┃会員のみなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

台風 19 号が接近しています。「大型で猛烈」など緊迫した報道が繰り返されていますが、先回

の台風被害からまだ復旧していない地域もある中、これ以上の被害がないようにお祈りします。 

 

なお、東京ＹＭＣＡでもイベントや入学試験などを中止・延期いたします。 

詳細は下記でご確認ください。どうぞ皆さま、平穏に過ごされますように。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191010-1.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃冬休みのスキーキャンプ・スクール受付開始！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

本日 10 月 11 日から冬休みのキャンプ・スクールの予約受付が始まりました。 

今年もスキーキャンプ、日帰りキャンプ、水泳、テニス、英語イベントなど各種プログラムをご

用意し、皆さまのご参加をお待ちしています。 

すでにキャンセル待ちとなっているコースもあります。申込みをご検討中の方はお早めにご予約

ください。 

 

▽各クラスの詳細は、以下からご覧ください。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/09/20190919-1.html 

 

▽空き状況の検索方法、キャンセル待ちの申込み方法はこちらをご覧ください。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/10/20191011-01.html 

 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191010-1.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/09/20190919-1.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/10/20191011-01.html


 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜子ども向け＞ 

 

●【ハロウィン】「わいわいハロウィン in しののめ」10/30 

 

江東区東雲地域で、東京ＹＭＣＡが運営する児童館や保育園などが連携して実施するハロウィン

です。昨年は 1000 人ほどの親子が参加。今年もぜひどうぞ。 

【日 時】10 月 30 日（水）2：30～4：30 

【参加費】無料 

【対 象】0 歳～小学生 ＊乳幼児は保護者同伴 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191002-02.html 

 

 

●【英語でハロウィン】東陽町キッズ・イングリッシュ（10/26） 

 

英語が初めてのお子さまも歓迎です。ＹＭＣＡの先生と一緒にハロウィンを楽しみましょう！ 

【日時】10 月 26 日（土）15：30～17：30 

【場所】東陽町センター 

【参加費】一般 800 円（在校生 500 円） 

【対象】英語に興味のある２歳～小学生 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/10/20191001.html 

 

 

●【子ども食堂】10～12 月のメニューが決まりました 

 

「孤食」をテーマに月に１度東陽町センターで開催している「下町こどもダイニング」。12 月に

はクリスマス会を行います。 

【対 象】小学生 

【参加費】無料（中学生以上は 300 円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/20190925.html 

 

 

●【発達障がいのある子どもたちのスキー】「のびのびスキーキャンプ」募集 

今年もＡＣＣＪ（在日米国商工会議所）から参加費の一部を助成いただいて開催します。 

【日にち】2020 年 1 月 3 日（金）～6 日（月）3 泊 4 日 

【行き先】スノーパーク尾瀬戸倉  

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191002-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/10/20191001.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/20190925.html


【参加費】69,850 円(交通費・宿泊食費・保険料・リフト代・消費税込み) 

【申込み】10 月 23 日（水）12:30～WEB 予約開始 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191009-01.html 

 

 

＜大人・家族向け＞ 

 

●【ウォーキング】国立の谷保天神とキウイ狩り（ＷＨＯ）10/26 

 

清流・矢川とその湿原（立川市）を中心に、国立の魅力を味わいます。東日本で最も古い谷保天

満宮や、農園でのキウイ狩りなど、懐かしい里の秋が楽しめます。 

【日にち】10 月 26 日（土）9：45～15：00 

【集 合】JR 中央線国立駅南口 

【参加費】300 円 ＊初参加の方は名札代 200 円別途。施設入場料・交通費別途。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191002-01.html 

 

 

●【ウォーキング】多磨全生園ウォーク（ペタペタの会）11/2 

 

多摩地区をのんびり歩く「ペタペタの会」。第 13 回は国立療養所多磨全生園と、隣接の国立ハ

ンセン病資料館を歩きます。 

【日時】11 月 2 日（土）11:00～15:30 

【集合】西武新宿線・東村山駅 

【参加費】無料（交通費・飲食代は各自負担）   

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/201911peta.html 

 

 

●【江戸城ファミリーウォーク】小林政能氏の講演と江戸城散策 

 

江戸城の内外を、歴史に思いを馳せながら歩くイベントです。第 34 回のテーマは｢最初の江戸

城下を区界（くざかい）に追う｣。月刊「地図中心」編集長で「境界協会」主宰の小林政能氏に

よる講演後、江戸の城下町を探索します。 

【日時】11 月 23 日(土祝)10:00～15:30 

【集合・解散】千代田区役所 1 階 区民ホール 

【参加費】1,000 円（保険料込） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191004-01.html 

 

 

●【講演会】「地球のためのキリスト教～国家と資本の支配を超える未来へ」（午餐会） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191009-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191002-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/201911peta.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191004-01.html


 

貧富差の極大化、生態系破壊、戦争という現代の危機に対し、キリスト教はどのようなヴィジョ

ンを提供し得るのか、キリスト教神学・倫理学ご専門の福嶋揚氏にうかがいます。 

【日時】11 月 21 日（木）12:00～13:30 

【会場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線：東大前駅徒歩 0 分） 

【参加費】3,000 円（昼食なし 1,500 円）  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191004-01.html 

 

 

●【講座】オリーヴオイルのテイスティングとバイブルトーク（久米小百合氏、11/15） 

 

健康や美容に効果が高いといわれるオリーヴオイル。今回は、音楽家で「オリーヴオイルソムリ

エ」の資格をもつ久米小百合さんを講師に、オリーヴオイルのテイスティングをしながらバイブ

ルトークもお楽しみいただきます。 

【日 時】11 月 15 日(金)14：00～15：30 【参加費】3000 円（税込） 

【問合せ】東陽町コミュニティーセンター（tel.03-3615-5565） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190822-02.html 

 

 

●【東陽町テニス】集中レッスン・テニス大会のご案内(11 月） 

 

平日夜と土日に開催している一般対象のレッスンです。気になるショットだけ集中的に練習した

い方、定期的にスクールに通えない方、試合に備えて練習したい方など、お気軽にご参加くださ

い。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/10/20191003-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃バザー・秋まつりのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東京ＹＭＣＡの各部署では 10 月～11 月、バザーや秋まつりを開催します。 

献品市や模擬店、子どものゲームコーナーや抽選会など楽しい企画が盛りだくさん。ぜひお誘い

合わせの上お越しください。 

 

●【ＹＭＣＡ山手のまつり】（新宿区西早稲田） 

【日 時】10 月 27 日（日）10：30～15：00 

【最寄駅】高田馬場駅徒歩 7 分／副都心線・西早稲田駅徒歩 3 分 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/10/20191004-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/08/20190822-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/10/20191003-01.html


▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/2019yamatebazaar.html 

 

 

●【南センター「チャリティーバザー」】（世田谷区経堂） 

【日 時】10 月 20 日（日）11:30～15:30 

【最寄駅】小田急線・経堂駅より徒歩 3 分 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191003-01.html 

 

 

●【西東京「ＹＭＣＡ秋まつり」】（国立市） 

【日 時】11 月 4 日（月祝）12:00～16:00 

【会 場】ＹＭＣＡ医療福祉専門学校（JR 谷保駅徒歩 10 分）  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191104-01.html 

 

 

●【江東ＹＭＣＡバザー】（江東区石島） 

【日 時】11 月 10 日（日）10:00～14:30 

【最寄駅】JR 錦糸町駅／東西線木場駅よりバス「石島」徒歩 0 分 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191009.html 

 

 

●【江東区児童・高齢者総合施設 グランチャ東雲】「ふるさとチャリティー秋祭り」 

模擬店、ゲームコーナー、囲碁・将棋コーナーなど 

【日 時】10 月 19 日（土）11:30～14:00 

【最寄駅】有楽町線・豊洲駅／辰巳駅より徒歩 10 分 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/news_list/2019/10/20191001-01.html 

 

 

●【港区芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ】「あいぷらまつり」 

＊おまつり内での飲食や出し物はチケット制です。 

【日 時】11 月 4 日（月休）11：30～15：00 

【最寄駅】JR 田町駅より徒歩８分／地下鉄三田駅より徒歩 10 分 

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20190927_03.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃４┃近況報告 ――  各地のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/09/2019yamatebazaar.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191003-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191104-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191009.html
http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/news_list/2019/10/20191001-01.html
https://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20190927_03.html


 

●【チャリティーラン開催】来場者 1600 人、障がいのあるランナーたちも力走 

 

障がいのある子どもたちの支援のため 9 月 23 日、木場公園で第 33 回東京ＹＭＣＡインターナ

ショナル・チャリティーランを開催。ランナー・ボランティア等約 1600 人が来場し、支援金は

約 500 万円となりました。ありがとうございました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/09/20190924.html 

 

 

●【ボランティアを育てる】「第 50 回全国ＹＭＣＡリーダー研修会」開催 

 

子どもたちのキャンプ等企画引率や障がい児者プログラムなどで活躍している「ボランティアリ

ーダー」のスキルアップのため、山中湖センターで研修会を開催。「ひとりがよくなると 世界

はきっとこう変わる」をテーマに、47 人が参加しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/09/20190927-01.html 

 

 

●【賛助会企業に感謝】10 社を表彰、新入会も 6 社 

 

日ごろ東京ＹＭＣＡを支えてくださる企業・団体およびアドバイザーを対象に「賛助会年会・ア

ドバイザー会」を開催。長く支援いただいている企業、新たに入会された企業等 30 社が集まり

ました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/10/20191002-01.html 

 

 

●【新宿駅で街頭募金】バングラデシュの子どもたちのために 

 

9 月 14 日、東京ＹＭＣＡの会員や学生・子どもたちなど 233 人が新宿駅前で街頭募金活動を実

施。338,788 円の募金が寄せられました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/09/20190918.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃ボランティア募集：ＮＹ州スキーキャンプスタッフ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ニューヨーク州の「フロストバレーＹＭＣＡ」で、在米日本人や日本にゆかりのある子どもたち

を対象に、日本語で実施するスキーキャンプのボランティアスタッフを募集中です。 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/09/20190924.html
http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/09/20190927-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/10/20191002-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/09/20190918.html


【日にち】 

 ・１期：12 月 22 日～1 月 5 日 

 ・２期： 2 月 13 日～2 月 26 日 

【応募締切】10 月 21 日 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/09/20190927.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃６┃会員のみなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●「世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週」お知らせ 

 

全世界のＹＭＣＡとＹＷＣＡは毎年 11 月に 1 週間、1 つのテーマを決めて共に祈る「合同祈祷

週」を設けています。 

期間中に東京ＹＭＣＡは、東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡと合同で礼拝を行います。ぜひご

参加ください。 

 

【日 時】11 月 14 日（木）18：30～20：30 

【場 所】在日本韓国ＹＭＣＡ（水道橋駅徒歩７分） 

【メッセージ】「光はどこにあるのか」 

【説教者】渡邊さゆり牧師（日本バプテスト神学校教務主任／彰栄学園宗教主任） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191011-01.html 

 

 

●【公開セミナー】日韓関係の今を考える 

 

日韓政府の対立が続く中、長く友好関係にある日韓のＹＭＣＡとＹＷＣＡの仲間で集まり、あら

ためて戦後補償問題を学び、建設的な対話を深めたいと思います。 

「そもそも韓国大法院の判決とは？」 

「戦後補償は解決済みでは？」 

そんな素朴な疑問を、田中宏さん（一橋大学名誉教授）と共に考えます。 

、 

【日 時】11 月 26 日（火）19:00～21:00 

【テーマ】戦後補償問題と日韓・日中関係の今 

【資料代】500 円 

【主催／会場】在日本韓国ＹＭＣＡ（水道橋駅徒歩７分） 

【申込み】前日までにメールまたは FAX で、お名前と所属をお送りください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/09/20190927.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/10/20191011-01.html


  fax.03-3233-0633、メール：ayc@ymcajapan.org 

【後 援】東京ＹＷＣＡ／東京ＹＭＣＡ 

 

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃  編集後記 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

10 月 11 日は「ＹＭＣＡ記念日」。創立者ジョージ・ウィリアムズ（1821～1905）の誕生日です。 

その生涯は「人類に対する非凡な奉仕」として英国王室からナイトの称号が与えられ、ロンドン

の St.Paul 大聖堂の礼拝堂にお墓があります。 

下記に簡単な紹介とＹＭＣＡの誕生ストーリーを掲載しています。 

この機会にご覧いただければ嬉しいです。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/about/#02 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┌──┐ ご意見ご感想などございましたら 

│＼／│ 広報室までメールにてご連絡ください。 

└──┘ tokyoymca-mm@tokyoymca.org 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 

このメールマガジンは、公益財団法人東京ＹＭＣＡ広報室が発行し、送付を希望された方や、会

員・賛助会員、活動にご参加いただいた方などにお送りしています。 

配信の停止・配信先の変更などは、下記宛にメールでご連絡くださいますようお願いします。   

 

＊「MS ゴシック」などの等幅フォントでご覧いただくときれいに表示されます。  

＊月に 1～2 回、不定期で配信しています。  

＊メール内の文章、またリンク先の画像などを東京ＹＭＣＡの了承なく複製、転用することを禁

じます。 

 （ただし「転送」は歓迎です。ぜひご知友等に拡散ください）  

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

■メールマガジンの申込み、配信の停止、配信先の変更は、下記からお手続きをお願いします。  

https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html  

mailto:ayc@ymcajapan.org
http://tokyo.ymca.or.jp/about/#02
mailto:tokyoymca-mm@tokyoymca.org
https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html


 

■バックナンバーは以下でご覧いただけます。  

http://tokyo.ymca.or.jp/about/backnumber.html  

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

発行元：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室 

http://tokyo.ymca.or.jp/ 

所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 日本キリスト教会館 6 階 

電 話：03-6302-1960 

フェイスブック：https://www.facebook.com/1773722202891103/ 

ツイッター：https://twitter.com/Tokyo_YMCA 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

Copyright (c) Tokyo YMCA 2019 All Rights Reserved. 
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